
＜北海道自転車競技連盟 会員登録について＞ NO2

（全員が会員登録センターに申込が必要です）
登録を完了した場合は自動的に北海道車連に登録されます。

新規・継続会員登録　受付期間　（継続とは２０１８年度　会員登録をされている方）

２０１９年１１月１日(金）　～　２０１９年１２月２０日（金）　までです。
なお、12月21日〜12月31日は受付業務を行っておりません。
１月1日以降の申し込みは全て個人会員料金となります。
新規の方は入会登録料を別途納入下さい

＊ 会員登録センター（札幌自転車競技連盟が業務代行）
送付先　問合せ先

郵便振替口座へ振り込み後　下記住所へ送付願います。
口座名：　会員登録センター 振替口座番号：　02760-7-62693 

〒０６０－０００５　札幌市中央区北５条西６丁目１－２３
　　第２道通ビル５階　ツールド北海道協会（内）　　札幌自転車競技連盟　

事務局長 堀江　洋一郎
TEL　011-251-1187　　　FAX　011-232-4604
E-mail　scf-10@sapporo-cf.jp

＊ 函館地区事務連絡所
問合せ先
〒040-0036　 函館市東雲町5番11号 所長 寺井　英治

TEL　090-5224-3922　　　FAX　0138-26-1081
E-mail hakodate_cf@yahoo.co.jp

＊ 東北海道事務連絡所
問合せ先
〒080-0033 帯広市西3条北３丁目３－２５ 所長 近岡　紀子

TEL　090-8895-2480　　　FAX　0155-25-0124(鎌田輪業内)
E-mail ehcf-north@xvg.biglobe.ne.jp

* 道北地区事務連絡所
問合せ先

〒078-8337　　旭川市南7条通26丁目575 所長 鴨川　敬
TEL　090-1648-4635　　　FAX　0166-31-6510
E-mail keikamo1216@s4.dion.ne.jp

* 道東地区事務連絡所
　問合せ先
〒090-0837 北見市中央三輪5丁目423-4　伊藤サイクル方

TEL・FAX　0157-36-6019
所長 伊藤　章吉

E-mail caprice@seagreen.ocn.ne.jp

保険（小人）必須 1,450 ﾁｰﾑ加入

会員登録料 （小人） 1,000 1,000
保険（大人）必須 1,850 ﾁｰﾑ加入

会員登録料 4,500 4,200

会員登録料 個人会員 チーム所属
6名以上

No3

2020年度　JCF競技者・審判員　登録について
エリートクラスの選手・道内のＪＣＦ公認大会に出場するすべての選手
及びすべての審判員はＪＣＦ登録の申請が必要です

日頃から本連盟の諸事業の遂行に格別なご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、２０２０年度の競技者、審判員、チームアテンダントの登録申請の時期が近づきました
ので、下記の点を十分注意の上、手続きをお願いします。

記

登録期間について
＜JCF競技者ライセンス　登録申請＞
継続登録　受付期間　（２０１９年度競技者登録をされている方）
２０１９年11月１日(金)　～　１２月２０日（金）　まで
＊１月１日以降の入力は再登録となり、登録料も違ってきますのでご注意下さい。
新規・再登録受付期間（上記以外の方）
２０２０年1月１日(水)　より

＜JCF審判員・チームアテンダントライセンス　登録申請＞
継続登録　受付期間　（２０１９年度公認審判員登録をされている方）
２０１９年11月１日(金)　～　１２月２０日（金）　まで
新規・再登録受付期間（上記以外の方）
２０２０年1月１日(水)　より

登録申請方法・申請先
各自、会員登録センターまでWebもしくは、指定の用紙に記入の上、

郵送またはFAXにて申込してください。
（振込先口座は「北海道車連登録の手順」をご覧ください。）

※  北海道車連事務局では、受付業務をしておりませんので、会員登録センターに
申し込んでください。

※  12月21日〜31日の期間は受付業務を行っておりません。

ライセンス発行・発送スケジュール
JCFより、直接郵送されますが、毎月２回のみの発行・発送となります。
北海道より登録申請の場合、約3週間かかりますので、参加する大会に会わせて
早めに登録申請してください。

道車連→JCF手続きに数日要しますので、余裕を持って会員登録センターへ
申し込んでください。



ＪＣＦライセンス発行手数料　2019/10/10 施工

競技者 男子 女子 新　規 継　続 審判員 チーム
登録一覧 再登録 アテンダント

登録料 登録料 登録料 登録料 
エリート 23歳以上 19歳以上 5,000 5,000 2,000 2,000
アンダー２３ 19-22歳 設定なし 5,000 5,000
ジュニア 17-18歳 17-18歳 3,000 3,000
ユース U17 １５-１６歳 １５-１６歳 3,000 3,000

U15 １３-１４歳 １３-１４歳 2,500 2,500
U13 １２歳以下 １２歳以下 1,500 1,500

マスターズ ３０歳以上 ３０歳以上 5,000 5,000 2,000 2,000
再交付 1,300 1,300 1,300

◎補償限度額　１事故あたり１億円　　　免責（自己負担額） なし

◎登録者登録料には、臨時登録を除き、日本国内外で有効な第三者に対する
賠償責任保険料を含みます。

◎臨時登録料とは、ＪＣＦ公認大会に出場する為に、ライセンス登録をしていない選手が
登録する制度です。
　ただし、年間登録に存在する保険は適用されません。

◎JCF選手登録及び審判登録申込は、会員登録センターが申込窓口となり
北海道車連経由での登録となります。

　　また、JCF登録には北海道車連への登録が必須となりますので、競技者以外の方も
別紙の「北海道車連登録の手順」にしたがって、申し込みください。

◎JCFへの登録はWEBからも可能ですが、事務処理の都合上直接申し込まずに
会員登録センター経由で申込み下さい。直接JCFヘ直接申し込んでしまった
時は、必ず道車連事務局へ連絡をしてください。

個人用　（選手・審判） No4

北海道車連入会申込書
北海道自転車競技連盟の趣旨に賛同し入会を申し込みます 令和 年 月 日

新規　　継続　　再登録該当に○をつけて下さい 会員登録センター
該当に○をつけて下さい     

氏名(ﾌﾘｶﾞﾅ) 男 住所 〒

女
学校名 （小学生は学年必須）

学校名

学年 年生

- -

備　考

納入金 継続登録料：一般(4,500円)／小中学生(1,000円) ｽﾎﾟｰﾂ保険料：(高校生以上 1,850円／小中学生 1,450合計 円

同意　承諾書 ※未成年者は保護者の承諾が必要です 令和 年 月 日

住所

 上記の者の北海道自転車競技連盟への入会を承諾します。

また、個人情報に関する取り扱いにも同意します。 氏名 印

参加クラス(新規入会の方のみ○をご記入下さい) 

ロード エリート Ｓ－２ Ｓ－３ Ｓ－４ Ｓ－５ ジュニア（高校男子） J ジュニア（高校女子） J L

Ｃ－１ Ｃ－L Ｃ－２ Ｃ－３ Ｃ－４ レディース（女子） Ｌ マスターズ Ｍ

Ｍ　Ｔ　Ｂ エリート エキスパート スポーツ マスター ファーストタイマー エリート女子 ウイメン

シクロクロス Ｃ－１ Ｃ－２ Ｃ－３ C-L1 C-L２ C-M C-U14   C-U10     C-yuth

※道車連会員Noを必ず記入してください。 太枠の中の部分について記載して下さい。

競技者（選手）登録申請書 令和 年 月 日

□１）新規 □ ２）継続□３）記載事項変更 □４）再登録 □５）再発行 □６）取消

種別

□Y：U17 □Y：U15 □Y：U13
ﾌﾘｶﾞﾅ
氏　　名 （氏） （名）

Name （SURNAME) （First Name) 　　男（Ｍ）　　　 国
籍

□学連 □高体連 □実業団 □MTB

競技者（公認審判）登録申請書 令和 年 月 日

ﾌﾘｶﾞﾅ
氏　　名 （氏） （名）

- -
JCF ←新規以外は記入の事
UCI

級 □１ □２ □３ □１ □２ □３ □１ □２ □３ □１ □２ □３ □１ □２ □３ □１ □２ □３

チーム・アテンダント登録申請書 令和 年 月 日

ﾌﾘｶﾞﾅ
氏　　名 （氏） （名）

生年
月日

←新規以外
記入のこと

□CS
トライアル

□TL
BMX
□BX

ｻｲｸﾙﾌｲｷﾞｱ

□GF

西暦　　　　　　　　　　年　　　月　　　　日

西暦　　　　　　　　　　年　　　月　　　　日

西暦　　　　　　　　　　年　　　月　　　　日

サイクルサッカー

登録番号の4桁目は単に年
齢区分を表示するものです

□M：マスターズ

□その他□ドライバー役職 □監督・コーチ □マッサー □メカニシャン □ドクター

登録番号

種　類
記　号

マウンテンバイク

□ＭＢ
トラック・ロード

□TR

　登録ID番号

チーム名

□E:エリート

道車連会員No（必須）HCF
　登録番号

□J:ジュニア

登録料 ｴﾘｰﾄ・ｱﾝﾀﾞｰ23・ﾏｽﾀｰ　5,000円

生年
月日

ｼﾞｭﾆｱ・U17-3,000円 U13-1,500円U15-2,500円

　申請内容
　登録番号

□U:アンダー２３

性別

道車連会員No（必須）

日本自転車競技連盟

＊会員登録は、北海道車連に登録されます。ただしJCF及び審判登録はJCFまたは道車連に指定用紙で直接申込ください。

新規の場合道車連会員Noは記載不要

□UCIﾜｰﾙﾄﾞﾁｰﾑ/UCIﾌﾟﾛﾌｪｯｼｭﾅﾙ・ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾁｰﾑ

□競輪振興法人に選手登録された者（競輪選手）

生年
月日

登録区分 管
轄

JCF登録 する　　　しない
自宅電話

携帯電話

E-Mail
生年月日 19　　　　20 年 月 日

登録料 審判員　　　2,000円 再登録　　1,300円

登録料 審判員　　　2,000円 再登録　　1,300円

申請内容 □１）新規 □２）継続□３）記載事項変更

←新規以
外

□４）再登録 □５）再発行 □６）取消


